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  第25回市民まつり                                                     
「習志野きらっと2018」   

夜のきらっとサンバパレードに今年もNIAチームで参加して 
一緒に踊りませんか。 
会場では朝からイベントやお店の出店もあります。 

日時：7月15日（日）午前9時～午後9時 
会場：市庁舎駐車場 
お問い合わせは事務局へ 

日本語教室部会が親睦会で 
津田沼盆踊り大会に参加！                                                 
外国人学習者と日本語ボランティアのみなさん！今年もゆかたを
着て盆踊りに参加し、市民のみなさんと交流しましょう。 
家族・友人も参加できます。着付けも指導します。 

日時：8月25日（土）午後4時～9時 
会場：京成津田沼駅前広場 
浴衣の貸与に協力をお願いしています◆参加お問い合わせは事務局へ  

 8/25 
 sat 

姉妹都市タスカルーサから姉妹都市タスカルーサから姉妹都市タスカルーサから   
青少年訪問団来日！青少年訪問団来日！青少年訪問団来日！   

 7/15 
  sun 

6月14日（木）午後、訪問団一行は長旅の疲れも見せず元気で成田空港到着ロビーに現れました。今回は高校生20人と
付添の教師1人、それに姉妹都市協会のリサ・キーズさんの全22人。高校生たちは初めての日本に緊張と興奮がうかが
えました。 
市内に移動後、市庁舎会議室でホストファミリーと対面、その後それぞれの家庭に向かいました。翌15日は、朝から市
長、議長、教育長を表敬訪問した後、市庁舎会議室で歓迎交流会が行われ、NIA会長の歓迎スピーチや市長他のかたの
あいさつなどを受けました。訪問団の高校生がひとりずつ紹介され、「初めまして」「よろしくお願いします」などの
日本語であいさつを述べると、出席者から大きな拍手を浴びていました。会場には、7月にタスカルーサに派遣される
予定の市内高校生も参加、歓談の時間にはすでに談笑の輪ができていました。 
16日、一行は鎌倉へ。幸い雨には降られず、大仏や鶴岡八幡宮などを散策。高校生たちは珍しそうに古都を見て回りま
した。一行は25日まで滞在。続報は次号で。 

2018年度海外派遣高校生の事前研修を開催 
 海外体験への助走を終えて  
 気分はもうタスカルーサ！  

2018年7月に姉妹都市タスカルーサに派遣される市内在学在住の高校生16人の事前研

修が、5月から6月にかけて全5回行われました。1回から4回は、メンバー紹介、安全管

理、日本文化、現地事情などについて、協会ボランティアやNI-Youthメンバーから話を

聞いたり派遣生が調べて発表したりして準備を重ね、5回目は、来日したタスカルーサ

高校生と富士吉田青年の家で1泊の交流を行い仕上げとなりました。高校生たちは知識

や心構えを確かめ友情も固めて、すでに訪米への期待があふれていました。 



20182018 年度 事業予定表年度 事業予定表                      

月 開催日 行事等内容等 対象者 

通年 

毎週月曜日 チャット de ALT ＜英語でおしゃべりする会＞ 会員 

毎週月曜日 梅花会（中国語学習会） 会員 

不定期 NI-Youth会議 会員・一般 

不定期 英語交流会 会員 

右記 曜日参照 日本語教室：初級（月・水・木）、漢字（火）、小・中学生（土） 日本語学習者 

 ふれあい掲示板NEWS発行 日本語学習者 

４月   スクウェア121号発行  会員・一般 

５月   
20日（日） 総会、会員のつどい 会員 

5～7月 春期語学講座（英語Ⅰ、英語Ⅱ、韓国語、中国語） ※募集終了 会員・一般 

６月 

4・6・7日  日本語教室 あすなろ会（書道体験教室）  日本語学習者 

9・10日  NIAふれあいまつり  会員・一般 

14～25日  習志野市姉妹都市青少年訪問団受入事業  会員・一般 

７月 

2・4・5・7日  日本語教室 七夕とスピーチ茶話会  日本語学習者 

15日（日）  「習志野きらっと2018」サンバパレード  会員 

18日（水）  日本語ボランティア研修会  日本語ボランティア 

20日（金）  世界の料理教室（ベトナム料理）  会員・一般 

19日～8月1日  習志野市青少年海外派遣事業  会員・一般 

 スクウェア122号発行  会員・一般 

８月 
～12月（全16回）  日本語ボランティア養成講座 ＜7/20まで受付中！＞ 会員・一般 

25日（土）  学習者と日本語ボランティアの懇親会（盆踊り参加）  日本語ボランティア 

９月 9～11月  秋期語学講座（英語Ⅰ・英語Ⅱ・韓国語・中国語）※募集終了  会員・一般 

１０月 
 日本語教室 あすなろ会（華道体験教室）  日本語学習者 

 スクウェア123号発行  会員・一般 

１１月 
 桜まつり 俳句・絵画コンテスト募集  会員・一般 

 ミニバスハイク 会員・一般 

１２月  日本語教室 あすなろ会（茶道体験教室）  日本語学習者 

１月 

21～24日・26日  日本語教室 新年茶話会  日本語学習者 

1～3月  冬期語学講座（英語Ⅰ・英語Ⅱ・韓国語・中国語）※募集終了  会員・一般 

 世界の料理教室  会員・一般 

 スクウェア124号発行  会員・一般 

 日本語ボランティア研修会 第2回  日本語ボランティア 
２月  

 文化講演会 会員・一般 

３月  「世界を知ろう」サポートプラン  日本語ボランティア 

行事参加募集は、NIAのホームページでご案内します。この他、行事により、NIA会報や広報習志野等での募集も行います。 
NIAホームページアドレス http://www.nia08.com/   



2018ふれあい祭が谷津干潟で開かれました  

雨の合い間の6月9日(土)、第10回ふれあい祭が開

かれました。場所は谷津干潟自然観察センター、こ

の日に開催中の「谷津干潟の日フェスタ」に参加して、

テント内に活動報告パネルを掲示、チラシを用意して協

会のＰＲを行いました。 

察センターの敷地内には飲食や物販、子供向け

ゲームのお店や市民団体のテントなどが立ち並

び、また館内では踊りや演奏などのパフォーマンスも行

われました。 

日は好天に恵まれ、家族連れなど多くの来場者で

賑わいましたが、翌10日の日曜日は朝からあいに

くの雨となり、交流協会は出店を中止しました。 

梅 

観 

<小学校低学年の部> 

1位  早川 理生 谷津小学校 

「ママおきて あさがおたちが わらってる」 

2位  小原 琉花 東習志野小学校 

「ヒマワリが わたしのせたけを こえてゆく」 

アラバマ大学主催 
2018 桜まつり俳句コンテスト入賞作品                      

1位 天池 陽花 

東邦大学附属東邦中学校 

「広がる世界」 

<中学校の部> <高等学校の部> 

2位  小林 清華 

「衣架に咲く 好きな春着の 畳皺」 

3位 福原 政子 

「石だたみ 隙間にこそっと 山すみれ」 

テーマ：咲く 
毎年桜の咲く3月に開催され、習志野市国際交流協会は1992年から参加。 

以後毎年、習志野市教育委員会の協力で多くの作品を送っています。 

佳作 松永 夕露 

東邦大学附属東邦中学校 

「花をかかげて」 

2位 村上 琴音 

習志野高等学校 

「食べ物でつなぐ楽しさ」 

佳作 中村 優香 

習志野高等学校 

「文化交流」 

<小学校高学年の部> 

1位  大西 太陽 大久保東小学校 

「妹の うぶごえ聞いて 命咲く」 

<成人の部>  

1位  水道子 

「主去りて 皐月また咲く 父の庭」 

タスカルーサ市国際姉妹都市協会主催 
2018 アートコンテスト入賞作品                       

参加者：小学校低学年の部1,114名、小学
校高学年の部1,939名、中高生の部102
名、成人の部22名 

テーマ：外交手腕 世界が良好な関係を築くには 
習志野市国際交流協会は1998年から参加。毎年テーマが決められていて、応募年齢は13歳から18歳まで。 

入賞者には主催者から賞状が授与されます。 

2位 森口 瑠奈 

東邦大学附属東邦中学校 

「世界からのプレゼント」 

佳作 滝澤 理以成 

東邦大学附属東邦高校 

「住宅街」 
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● メールマガジンに読者登録を 
 スクウェアの電子版「メール・スクウェア」を毎月１回、配信しています。無料です。 

 配信停止も自由です。配信をご希望の方はPCメールアドレスniasquare@jcom.zaq.ne.jpまで。  

● 原稿をお寄せください 
    イベントや活動の報告、雑感、国際交流の体験など。投稿は事務局またはniasquare@jcom.zaq.ne.jpへ。 

    ● スクウェア編集部員を募集しています 一緒に広報活動をやってみませんか。経験不問です。 

広報 
から 

NI-Youth新代表の抱負 

新しいことにも挑戦、  
より進化したユースに  

       金井 勇樹（NI-Youth代表） 
-Youth新代表の金井

です。今年は今まで

と は い い 意 味 で 違 っ た

Youthにしていきたいです。 

ず日本人や留学生の

人数を増やし、新しい

ことに積極的に取り組んで

いこうと思います。イベン

トに参加した留学生とは普

段から繋がりを強め、仲良

くなった人は会議にも参加

して、運営する側としても関わってほしいです。また他の

ボランティア団体とも何か合同で活動したいと考えてい

ます。 

年は活動内容、規模ともにさらに進化したYouthを

目指します。 

NI 

今 

ま 

  在住外国人の方々への日本語学習支援と、関連各行事の活動に協力いただける 

  日本語ボランティア養成講座の受講生を募集します。  

  ●日時 8月30日～12月13日 毎週木曜日 午前9時30分～午後12時30分 

  ●会場 菊田公民館(15回) サンロード津田沼(1回) 

  ●対象 受講後に当協会に入会いただき、日本語指導と関連各行事に協力できるかた 

  ●講師 吉田 聖子 先生 

  ●定員 20名(定員に満たないときは開講しない場合があります） 

  ●受講料 12,000円（他にテキスト代5,400円） 

  ●締め切り 7月20日(金） 

  ●申込・問合せ ＮＩＡ事務局 TEL 047-452-2650 

2018年度 日本語ボランティア養成講座開講のお知らせ 

月4日（月）6日（水）7日（木）の日本語教室で書道教室が

開かれました。4日は学習者7名、ボランティア2名が体験に

参加。講師は水曜日のボランティア、鈴木万由美さんです。他にボ

ランティア7名が出席しました。 

ずは筆の持ち方の練習から。参加者は講師の筆の持ち方を

神妙な面持ちで見習います。次に基本の筆遣いの練習。講師

が一人一人丁寧に指導します。基本練習の後は、各自好きな文字を

選んで練習。ラストは色紙に清書。皆真剣な雰囲気でした。 

習の甲斐あってそれぞれ個性あふれる元気な作品が完成。

「書」という日本の文化に楽しく触れられたようです。 

日本語教室の書道教室が開かれました 

初めてでも個性あふれる元気な作品  
                                         佐藤 洋子（日本語教室部会） 

６ 

練 

新事務局長からご挨拶 

懐かしい交流協会の  
仕事に復帰しました  

        井澤 修美（事務局長） 
月1日 か ら 事 務局

長として働くこと

になりました。 

は30年 前、私 は 習

志野市の職員とし

て姉妹都市提携に関 わ

りました。また習志野高

校の吹奏楽部と一緒 に

タスカルーサ市を訪 問

したり、会報「SQUARE」

の編集発行にも関わ り

ました。そのような訳でこのたび、再び姉妹都市交流や

多文化共生の地域づくりなど協会の仕事に携わること

になったことをとても嬉しく思います。いろいろなご

意見ご相談を事務局にお寄せください。皆さんのご支

援、ご協力をよろしくお願いいたします。  

4 

実 

ま 


